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令和3年度　事業概要書

No. 所属 事業名称 予算書

1 窓口サービス課 個人番号カード交付事務事業
P８７

／P８９

2 子ども福祉課 児童相談事業・子どもの未来応援事業
P１１１

／P１１３

3 農林整備課 森林環境譲与税基金事業
P１４３

／P１４５

4 産業政策課 企業誘致事業（官民連携プロジェクト推進支援業務） P１４９

5 にぎわいづくり課 たけふ菊人形事業（屋内催事場整備） P１５３

6 にぎわいづくり課 観光施設管理事業
P１５３

／P１５５

7 都市整備課 北陸新幹線南越駅周辺整備事業 P１６５

8 都市計画課 補助公園整備事業 P１６５

9 建築住宅課 住宅支援事業
P１６９

／P１７１

10 文化課 公会堂記念館展示整備事業 P１９９

11 スポーツ課 スポーツ施設管理運営事業（武生東運動公園陸上競技場再整備）
P２０３

／P２０５

12 スポーツ課 スポーツ施設管理運営事業（武生中央公園水泳場再整備）
P２０３

／P２０５

※ 事業概要書は、新規の予算事業及び既存予算事業の中で、新たな制度の創設や新たな事業展開などによる新規経費
　  を対象とし、事業費が１００万円以上のものを適宜掲載しています。
※ 予算書のページ数は、令和３年度当初予算の当該事業を掲載しているページ数としています。



写真・イラスト等

マイナンバーカード交付特設会場
（本庁舎３階吹き抜け部）

予 算 額 72,699 68,266 3,704 729

国庫･県支出金の内
訳

個人番号カード交付事業費補助金
　　　　　　　　　　（補助率10/10）42,499千円
個人番号カード交付事務費補助金
　　　　　　　　　　（補助率10/10）25,767千円

その他特定財源の内訳 住民票等のコンビニ交付手数料 3,704千円

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 １．事業の目的･効果

　マイナンバーカードの円滑な交付を促進するために臨時窓口を設置し、市民の利便性の向上に資するとともに、国のデジタル化推
進の基盤となるマイナンバーカードの交付率向上を目指す。
　交付目標：令和7年度末までに全市民の取得を目指す（年間交付目標：14,000枚）

 ２．事業の概要

１．マイナンバーカード交付・予約管理システム運用経費（債務負担）
２．会計年度任用職員8人雇用（R3.4月～R4.3月：12か月）
３．申請サポート委託（R3.4月～R4.3月：12か月）
４．臨時交付窓口開設（本庁3階吹き抜け部）　※R3.6月開設予定
(令和２年度補正)
１．マイナンバーカード交付・予約管理システム導入　※R3.8月運用開始予定
２．会計年度任用職員雇用（R2.4月:5人、R2.10月:1人増員、R3.1月:2人増員）
３．申請サポート委託（R3.1月～3月：3か月）
４．マルチコピー機導入　※R3.4月供用開始予定

 ３．経費

[人件費]
　　報酬・手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    17,180千円
[委託料]
　　マイナンバーカード申請サポート業務委託　　　　　   　　2,400千円
　　マイナンバーカード臨時窓口ネットワーク機器設定業務委託 　356千円
　　マルチコピー機システム管理委託　　　　　　　　　　　　　 198千円
[使用料・賃借料]
　　マイナンバーカード交付・予約管理システム使用料　　   　1,144千円
[負担金・補助及び交付金]
　　証明書広域負担金（コンビニ交付負担金）　　　　　　   　2,728千円
　　個人番号カード関連事務交付金　　　　　　　　　　　    42,499千円
[その他]
　　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　6,194千円

会　　　　　計 費 目 予 算 書 P87/P89

まちづくりの
５本の柱

５．市民が主役のまちづくり

令和３年度 事業概要書
作ろう！マイナンバーカード

事 業 名 個人番号カード交付事務事業 担 当 課 窓口サービス課

一般会計 総務費

マイナンバーカード交付窓口において、

・マイナンバーカードの交付

・保険証利用設定

・マイナポイントの設定（R3.9まで）

を一元的に行い、ワンストップを図る。

No.1



会　　　　　計 一般会計 費 目 民生費 予 算 書 P111/P113

令和３年度 事業概要書
子どもを見守る拠点を市内全域に整備

事 業 名
児童相談事業事業

子どもの未来応援事業
担 当 課 子ども福祉課

まちづくりの
５本の柱

２．元気な人づくり

 １．事業の目的･効果

　コロナ禍で、児童虐待のリスクが高まっているため、様々な子どもを見守る拠点を市内全域に整備し、地域のネットワークを強
化する。併せて、フードドライブ等を活用しながら、持続可能な見守り活動体制を構築していく。

 ２．事業の概要

〇子どもの見守り強化事業
【実施内容】
児童館や地域の学習支援拠点、子ども食堂を利用する子どもに対し、食（おむすびやお弁当、おやつ等）を介しての対話の中で、
子どもや家庭の状況を把握し、支援ニーズの高い子どもを早期に発見し必要な支援につなげる。
①児童館おむずびプロジェクト　②地域の学習支援拠点での見守り　③子ども食堂での見守り
【補助対象団体】
地域で子どもに対して様々な支援活動を実施している団体　越前市社会福祉協議会（児童館17か所）、越前市地域公益活動推進協
議会（学習支援拠点10か所）、子ども食堂（2か所）等　　計29か所(見込）

〇見守り支援員活動
【実施内容】
地域の学習支援拠点の運営スタッフの中の有資格者に「見守り支援員」を依頼し、主に要対協から依頼した子どもや保護者につい
て、月２回程度、訪問や電話等で連絡をとり、家庭状況を確認するとともに、その結果を要保護児童対策地域協議会に報告する。
【見守り支援員】
社会福祉士や教員、保育士等の有資格者　　10人(見込）

 ３．経費

〇児童相談事業
　子どもの見守り強化事業補助金(食糧費、事務費等）
　　①児童館おむすびプロジェクト　　2,880千円
　　②地域の学習支援拠点での見守り　3,264千円
　　③子ども食堂での見守り　　　　　3,624千円　　　　　　小計　9,768千円

〇子どもの未来応援事業
　子どもの居場所づくり事業委託料（見守り支援員実費弁償代）　　　 240千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費合計　10,008千円

10,008 10,008

国庫･県支出金の内
訳

児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業国庫補助金
　　　　　　　　     （補助率10/10）10,008千円

その他特定財源の内訳

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

予 算 額

写真・イラスト等

児童館おむすびプロジェクト

No.2



16,414 27,068予 算 額 43,482

金　　額

　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

その他特定財源の
内訳

森林環境譲与税基金繰入金　16,405千円
基金運用利子収入　　　         9千円

一般財源の内訳 森林環境譲与税　27,068千円

 １．事業の目的･効果

令和３年度 事業概要書
森林環境譲与税の活用（森林の適切な管理を目指します。）

事 業 名 森林環境譲与税基金事業 担 当 課 農林整備課

写真・イラスト等

会 計 一般会計 費　目 農林水産業費 予 算 書 P143/P145

　森林の有する多面的な機能（地球温暖化の防止、水源涵養、災害防止など）は広く国民に恩恵を与えるものであり、適切な森林
整備を進めていくことが国土や国民の命を守ることにつながることから、市町村が森林整備を実施していくために必要な財源を安
定的に確保することを目的とした「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が制定された。
　本事業は、上記法律に基づき、市が仲介役となって、意欲と能力のある林業経営者との連携を図りながら、十分な経営管理が行
われていない森林の適正な整備や木材活用を進めていくことを目的とする。

 ２．事業の概要

・森林所有者の意向確認の実施
　所有者の森林整備や管理等に関する意向を確認する。
・補助金事業の実施
　①小規模間伐促進事業
　　森林経営計画対象外の5ha未満の小規模な林地の施業を進める。
　②林業労働安全衛生環境推進事業
　　林業従事者の就労環境向上のため、労働安全総部品や機械器具を整備するための費用について補助する。
　③高性能林業機械借上支援事業
　　事業主体が民間のレンタル・リース会社から高性能林業機械を借り受ける費用について補助する。
　④木育環境整備事業
　　主に子どもが利用する施設及び子どもに遊び場を提供する施設の木質化又は木製製品の購入費用について補助する。
　⑤林道維持活動支援事業
　　地域住民が集落にある林道の維持管理に要する費用について補助する。

 ３．経費

委託料
  計画作成委託料
　  森林意向調査【令和2～6年度実施】　　　  880千円　　2林班（森林組合武生支社、南越支社　各1林班）
補助金
　基金事業補助金
　　①小規模間伐促進事業　　　　　　　　　6,870千円　　15ha×458千円
　　②林業労働安全衛生環境推進事業　　　　  400千円　　2事業体×200千円（補助率1/2）
　　③高性能林業機械借上支援事業　　　　　3,000千円　　2台×6ヶ月×250千円（補助率1/2）
　　④木育環境整備事業　　　　　　　　　　　750千円　　木製調度品2施設×375千円（補助率3/4）
    ⑤林道維持活動支援事業　　　　　　　　3,800千円　　10組織×380千円
報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120千円　　シンポジウム経費
備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　375千円　　木製調度品（てんぐちゃん広場：子ども福祉課）
消耗品費　　　　 　　　　　　　　　　　　　  50千円
燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　   　　60千円
印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　　　100千円　　チラシ・パンフ印刷経費
　　　　　　　　　　事業費小計　　　　　 16,405千円①　（財源：森林環境譲与税基金繰入金）

積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,077千円②　（財源：森林環境譲与税、基金運用利子収入）

①＋②　合計　　　　　　　　　　　　　　 43,482千円

まちづくりの
５本の柱

3.快適で住みよいまちづくり

No.3



スケジュール

会　　　計 一般会計 商工費 予 算 書 P149

令和３年度 事業概要書

南越駅（仮称）周辺　未来創造ゾーン等における
企業立地・産業集積の実現に向けて

事 業 名
企業誘致事業

（官民連携プロジェクト推進支援業務）
担 当 課 産業政策課

まちづくり
の5本の柱

1.元気な産業づくり

 １．事業の目的･効果

　オープンイノベーション推進ビジョンに基づき、先端産業ゾーンを中心とした未来創造ゾーンで目指す産業集積、それを起点とした「越前市
版スマートシティ＆フォレストシティ」の実現に向けて、ある程度まとまった区域での一体開発について、開発手法、事業費の捻出、開発後の
企業誘致を含めて、ノウハウや実績が豊富である民間企業と、市・地元が連携して取り組む官民連携（ＰＰＰ）プロジェクトの実施を目指す。

 ２．事業の概要

サウンディング調査による条件整理、公募、協定締結等の過程に係る一連の業務について、法務チェック等を含む専門家による支援業務を委託

 ３．経費

委託料　15,000千円

予 算 額 15,000

国庫･県支出
金の内訳
【補助基本

額・補助率等
を明記】

その他特定財源の内訳
【支出先・負担率等を

明記】

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金

写真・イラ
スト等

一般財源

15,000

費目

（Ｒ３）２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １０月９月

地方債 その他

公

募

開

始

★

調査結果公表
★

審査会

（プレゼン）

〇サウンディング調査

（3/22～4/28予定）

参加表明書

提出期間
企画提案書

提出期間○オープンイノベーション推進ビジョン策定

先端産業ゾーンイメージ図作成

官民連携（PPP）プロジェクト

推進に関する調査・検討

○越前市新幹線駅周辺まちづくりガイドライン

事

業

者

選

定

（市・事業者・地元など）
※協定後、地権者との協議や

事業計画策定等に着手

官民連携

（PPP）

協定締結

No.4



会　　　　　計 費 目 予 算 書 P153

まちづくりの
5本の柱

1.元気な産業づくり

令和３年度 事業概要書
第70回たけふ菊人形に向け、武生中央公園の魅力アップ

事 業 名
たけふ菊人形事業
（屋内催事場整備）

担 当 課 にぎわいづくり課

一般会計 商工費

 １．事業の目的･効果

　2019たけふ菊人形は、菊人形展示の無料化を行うなど新たな取組みを行い、約28万人の来場があった。第70回（2021）たけふ菊
人形に向け、老朽化している菊人形館を国の都市構造再編集中支援事業を活用し、屋内催事場として再整備を行う。
　屋内催事場は、たけふ菊人形での物販や飲食コーナーの利用に加え、菊人形以外では、食関連・伝統産業・企業の展示会など、
各種団体等へのイベント誘致を行い、催事で使用しない期間は、公園利用者の無料休憩所として開放していく。

 ２．事業の概要

■屋内催事場の施設概要
構造：鉄骨造、2階建て、延べ床面積：1,604．57㎡
　①催事機能：展示場、トイレほか　構造：鉄骨造、平屋建て、延べ床面積　1,026.01㎡
　②倉庫機能：倉庫　　　　　　　　構造：鉄骨造、 2階建て、延べ床面積　　578.56㎡

■スケジュール
　令和3年8月　　　完成予定
　　　　 9月中旬　完成記念イベント

 ３．経費

【屋内催事場】総事業費：424,800千円（R2～3継続費）
　　  屋内催事場整備費：254,880千円（R3）
　　　　　　　　　　　　169,920千円（R2）

国庫･県支出金の内訳
都市構造再編集中支援事業国庫補助金
（補助率1/2）59,351千円

その他特定財源の内訳 公共事業等債（充当率90%）175,900千円

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

予 算 額 254,880 59,351 175,900 19,629

写真・イラスト等

                          屋内催事場の外観イメージ

（パース視点）

No.5



実施設計業務 継続費（R2・3）

コウノトリ広場の空間整備 継続費（R2・3）

大型遊具 新規大型遊具整備１基 継続費（R2・3）

にぎわい備品購入 R3

下線計　80,000千円（R3予算）

シンボル遊具整備 R3

コウノトリ広場の空間整備 R3

大型遊具 バイキングリニューアル R3

ﾓﾉﾚｰﾙ・ﾒﾘｰｺﾞｰﾗｳﾝﾄﾞリニューアル 継続費（R3・4）

新規大型遊具整備２基 継続費（R3・4）

空間整備 コウノトリ広場以外の空間整備 継続費（R3・4）

下線計　200,000千円（R3予算）

下線計　280,000千円（R3予算）

会　　　　　計 一般会計 費 目 商工費 予 算 書 P153/P155

令和３年度 事業概要書
武生中央公園 大型遊具老朽化対策による魅力向上事業

事 業 名 観光施設管理事業 担 当 課 にぎわいづくり課

まちづくりの
5本の柱

1.元気な産業づくり

 １．事業の目的･効果

　武生中央公園は、かこさとし氏の監修により再整備を行い、年間来園者数140万人を超える大人気のスポットとなった。
　しかし、再整備の折りに先送りした課題として、3つの老朽化施設（水泳場・菊人形館・大型遊具）への対応が迫られており、現在、
水泳場・菊人形館の老朽化対策が進む中、大型遊具の老朽化対策が必要となった。
　大型遊具老朽化対策による魅力向上事業は、限られた財源のなかで、公園全体の魅力向上を図るもので、大型遊具と空間整備（遊具
施設、休養施設等）のバランスを保ちながら、安全安心な「遊びの場」、休養施設（日よけ）等を整備し、武生中央公園の回遊性を高
め、公園の魅力向上を図ることを目的とする。整備にあたっては、加古総合研究所の監修をいただき進めていく。

※大型遊具：動力付きの遊具。既存大型遊具は観覧車・モノレール・アストロファイター・メリーゴーラウンド・バイキングの5基

 ２．事業の概要

■大型遊具、空間整備の方向性
　365日楽しめる公園として園内の回遊性向上を目指し、空間整備（複合遊具を含む）に重点をおいた事業とする。
■大型遊具の整備のポイント（概算整備費：190,000千円）
・メリーゴーラウンド、モノレール、バイキングはリニューアルし、遊具の魅力アップとともに延命化を図る。
・観覧車は機能廃止する。
・新規大型遊具３基を導入する。（アストロファイター更新基を含む）
■空間整備のポイント（概算整備費：210,000千円）
・機能廃止した観覧車の支柱部材と一体的となるシンボル遊具を新たに整備し、公園のランドマークとする。
・園内の休養施設に加え、公園のにぎわいを創出する備品を整備する。

 ３．経費

16,500

100,000

100,000

30,000

小計

内容

30,000
空間整備

空間整備

大型遊具

50,000

国庫･県支出金の内訳

国庫：都市構造再編集中支援事業国庫補助金
     　　　　　　 （補助率　1/2） 20,000千円
県費：市町協働による地域みらい応援プロジェクト
　　　事業県補助金（補助率  1/2） 40,000千円

その他特定財源の内訳

第1期事業（県補助）
　　28,500千円（地域活性化事業債）
第2期事業（国補助）
　 162,000千円（公共事業等債）

予 算 額 280,000 20,000 40,000 190,500

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

29,500

写真・イラスト等

事業区分

20,000

45,000

75,000

30,000

300,000

400,000

予算年度

合計

空間整備

【継続費内訳】
R3:63,500千円、R2:20,000千円
　 計83,500千円

【継続費内訳】
R3:50,000千円、R4:100,000千円
   計150,000千円

予算（千円）

3,500第
１
期

(

県
補
助

)

第
２
期
（

国
補
助
）

小計

（アストロファイター更新遊具のイメージ）
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会　　　　　計 一般会計 費 目 土木費 予 算 書 P165

令和３年度 事業概要書
基本計画に基づき南越駅（仮称）周辺の整備を行います

事 業 名 北陸新幹線南越駅周辺整備事業 担 当 課 都市整備課

まちづくりの
5本の柱

3.快適で住よいまちづくり

 １．事業の目的･効果

　平成27年12月に策定した「北陸新幹線南越駅周辺整備基本計画」に基づき、北陸新幹線の南越駅（仮称）の周辺
（駅西交通広場・周回道路・Ｐ＆Ｒ駐車場・多目的広場）及び南アクセス道路の整備を行う。

 ２．事業の概要

　【周回道路・Ｐ＆Ｒ駐車場】
　　周回道路（市道第4529号線）及びＰ＆Ｒ駐車場において、鉄道・運輸機構と調整を行いながら順次、造成工事に着手する。
　　また、造成工事が完了している箇所については歩道や側溝等の構造物の整備を予定している。
　【駅西交通広場】
　　駅西交通広場において、シェルターや照明等の付属施設の整備を予定している。
　【道の駅・多目的広場】
　　道の駅において、建物部分は令和2年度から建築工事に着手し、令和3年度の完成を予定している。
　　また、建物以外の多目的広場や道の駅駐車場については、側溝や擁壁等の構造物の整備を予定している。

 ３．経費

  〔工事費〕(令和2年度3月補正含む)
　　周回道路　　　改良工事　　　　    200,000千円　　【うち3月補正分：56,000千円】
　　Ｐ＆Ｒ駐車場　改良工事　　 　　   156,000千円
　　駅西交通広場　整備工事　　　　    245,000千円　　【うち3月補正分：100,000千円】
  　道の駅　　　　建屋工事　　　 　   360,000千円　　【継続費:560,000千円】
　　　　　　　　　多目的広場整備工事　100,000千円
　　　　　　　　　駐車場整備工事　　   47,657千円
  〔委託料〕
　　　　　　　　　道の駅建築工事監理 　 7,349千円　　【継続費: 11,052千円】
　〔その他〕　　　事務費等　　　　　　 44,984千円

国庫･県支出金の内訳

・社会資本整備総合交付金（道路事業）
　　　　　　　　　　　　（補助率1/2）178,000千円
・社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
　　　　　　　　　　　　（補助率4/10）260,994千円
・北陸新幹線3駅周辺整備促進事業県補助金 90,000千円

その他特定財源の内訳

・公共事業等債
　（充当率90％）435,300千円
・公共事業等債（補正予算債）
　（充当率100％）88,000千円
・一般単独債（充当率75％）45,000千円

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

写真・イラスト等

予 算 額
(令和2年度3月補正含む)

1,160,990 438,994 90,000 568,300 63,696
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11,000千円

3,200千円

13,200千円

1,250千円

5,600千円

1,200千円

4,600千円

3,000千円

350千円

3,800千円

2,000千円

49,200千円

  武生中央公園 　白崎公園 　　武生東運動公園
　園路舗装更新工事 　遊具施設更新工事 　　給水施設更新工事

写真・イラスト等

予 算 額
(令和2年度3月補正)

49,200 24,600 24,600

国庫･県支出金の内
訳

社会資本整備総合交付金
防災・安全交付金（補助率1/2）24,600千円

その他特定財源の内訳
公共事業等債（補正予算債）
（充当率100％）24,600千円

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

　　　　　合　　　計

　　花筐公園　シーソー等更新工事

　　芦山公園　照明施設更新工事

　　唐松公園　鉄製複合遊具更新工事

　　城間出公園　スプリング遊具更新工事

　　千福第二公園　木製複合遊具更新工事

　　国高フラワー公園　鉄製複合遊具更新工事

工事請負費（令和2年度3月補正）

　　武生中央公園　園路舗装更新工事

　　武生中央公園　ベンチ更新工事

　　白崎公園　遊具施設更新工事

　　白崎公園　橋梁更新工事

　　武生東運動公園　給水施設更新工事

 １．事業の目的･効果

　人口減少及び少子高齢社会による公園施設への住民ニーズの変化、公園施設の老朽化による改築更新費用の増大が予想されることか
ら、公園のポテンシャル向上を図るとともに、公園利用者の安全の確保と持続可能な公園づくりのために、公園施設の更新を行う。

 ２．事業の概要

　平成30年度に策定した市公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な施設更新を行う。
　主要都市公園については、重要度・緊急度から総合評価を実施し、対策優先順を決定したうえで、高順位より施設更新を実施する。
（武生中央公園・白崎公園・武生東運動公園）
　地域住民に身近である街区公園については、市公園施設長寿命化計画に併せて遊具の安全定期点検の結果を反映させ、施設更新を実
施する。

 ３．経費

まちづくりの
5本の柱

３．快適で住みよいまちづくり

会　　　　　計 一般会計 費 目 土木費 予 算 書 P165

令和３年度 事業概要書
都市公園の安全性の向上と持続可能な公園づくり

事 業 名 補助公園整備事業 担 当 課 都市計画課
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写真・イラスト等

予 算 額 141,048 22,397 6,593 112,058

国庫･県支出金の内訳

社会資本整備総合交付金等国庫補助金
　　　　　　（補助率45％～66％）22,397千円
木造住宅耐震改修促進事業等県補助金
　　　　　　（補助率25％～27.5％）6,593千円

その他特定財源の内訳

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 １．事業の目的･効果

　人口減少・少子高齢時代を向える中、効率的・効果的な行政運営やまちづくりを進めるため、市総合戦略、第３期市中心市街地活
性化基本計画及び市立地適正化基本計画に基づき、市内への転入、まちなか居住の推進や転出防止策として、住宅の取得支援や空き
家など既存ストック活用支援等の各種住宅施策等を展開し、定住化を促進する。

 ２．事業の概要

 ３．経費

会　　　　　計 費 目 予 算 書 P169/P171

まちづくりの
5本の柱

３．快適で住みよいまちづくり

令和３年度 事業概要書
定住化促進に向けた支援制度

事 業 名 住宅支援事業 担 当 課 建築住宅課

一般会計 土木費

事業名
事業費
(千円） 事業名

事業費
(千円） 事業名

事業費
(千円）

木造住宅耐震改修促進事業補助金 13,100 従業員用共同住宅建設等支援事業補助金 12,500 子育て世帯定住化支援事業補助金 220

子育て世帯等と移住者への住まい
支援事業補助金

4,000 公有地等購入資金利子補給金 1,233 空き家住宅診断支援事業補助金 105

危険ブロック塀除却事業補助金 2,800 空き家等リフォーム支援事業補助金 5,300 結婚新生活支援事業補助金 15,000

新婚夫婦定住化支援事業補助金 10,490 住宅団地等整備事業補助金 5,000 緊急共同住宅整備推進事業補助金 15,000

新住宅取得推進事業補助金 50,000 多世帯同居・近居住まい推進事業補助金 6,300 事業費計 141,048

事業名 事業概要

＜変更有＞ 木造住宅耐震改修促進事業補助金
所有する旧耐震基準の木造住宅を補強プランに基づき耐震改修を行う場合に、改修費の一部を補助
【県制度改正に伴い、補助単価増】

＜変更無＞
子育て世帯等と移住者への住まい支
援事業補助金

住まい情報バンクに登録された中古の一軒家を子育て世帯等が取得する場合や改修して居住する場合
に取得費及び改修費の一部を補助

＜変更無＞ 危険ブロック塀除却事業補助金
市内の通学路に面する危険ブロック塀の倒壊等を未然に防止するため、除却等に要する工事費用の一
部を補助(R2.12補正～）

＜変更有＞ 新婚夫婦定住化支援事業補助金
結婚1年以内の夫婦が転入して市内の民間賃貸住宅に居住する場合等に家賃の一部を補助（最長2年
間）　【Ｒ2で新規受付終了、Ｒ3は継続分のみ】

＜変更無＞ 新住宅取得推進事業補助金 居住誘導区域内で住宅を取得する場合に取得費の一部を補助

＜変更有＞
従業員用共同住宅建設等支援事業補
助金

用途地域等の定められた区域内で4戸以上の従業員用共同住宅を建設する場合に建設費の一部を補助
【R3から補助限度額、対象区域を変更】

＜変更無＞ 公有地等購入資金利子補給金 居住誘導区域内で公有地を購入し住宅等を建築した場合に借入金の利子の一部を補助（継続分のみ）

＜変更無＞ 空き家等リフォーム支援事業補助金 売買・賃貸を目的に空き家等を改修する場合に改修費の一部を補助

＜変更有＞ 住宅団地等整備事業補助金
中心市街地内等で住宅団地を整備する場合や中心市街地内で共同住宅を建設する場合に整備費等の一
部を補助　【まちなか共同住宅整備推進事業を統合】

＜変更無＞
多世帯同居・近居住まい推進事業補
助金

直系親族の世帯が一つ以上増加するために住宅を改修する場合や直系親族の近くに住宅を取得する場
合に改修費又は取得費の一部を補助

＜変更無＞ 子育て世帯定住化支援事業補助金 賃貸住宅に18歳未満の子と同居する世帯が居住する場合に家賃の一部を補助（継続分のみ）

＜変更無＞ 空き家住宅診断支援事業補助金 住宅診断後住まい情報バンクに登録する場合に診断費の一部を補助

＜新事業＞ 結婚新生活支援事業補助金
新婚の夫婦に対し、住宅の取得費用の一部、又は賃貸住宅への入居時の家賃や初期費用（敷金、礼金
等）の一部を補助

＜新事業＞ 緊急共同住宅整備推進事業補助金 用途地域等の定められた区域内で共同住宅を建設する場合に建設費の一部を補助

○ 多世帯同居・近居住まい推進事業

〇 結婚新生活支援事業

○ 新住宅取得推進事業

○ 結婚新生活支援事業

〇 緊急共同住宅整備推進事業

等
居住誘導区域等
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写真・イラスト等

予 算 額 12,203 2,365 9,838

国庫･県支出金の内訳 その他特定財源の内訳
入館料　　1,200千円
図録販売　1,163千円
実費徴収　　　2千円

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 １．事業の目的･効果

　武生公会堂記念館で、市ゆかりの人物・事象や郷土の歴史などを題材にした展示や、関連した講演会などのイベントを開催する。
　展示を通じ、来館者に市民の財産である文化や歴史等に対する理解を深めてもらうとともに、関連する書籍を読んだり、ゆかり
の地を訪れたりするなど、来館者の行動につなげて、文化振興やまちづくりに寄与する。

 ２．事業の概要

（１）特別展・企画展
・企画展『土岡春郊展』（仮称）（4/23（金）～6/13（日））
　　　土岡春郊は、越前市春日野町出身の画家で、今年生誕130年を迎える。春郊は鳥を得意とし、特に「鳥類写生図譜」は高く評
　　価されている。図譜を中心に市内に残る作品を一堂に展示して開催する。関連として、本市が取組む「コウノトリが舞う里づく
　　り」についても紹介する。

・企画展『視点を超えて　八田豊展―90歳、さらなる挑戦―』（7/15（木）～9/12（日））
　　　視覚を失うという障がいを持ちながらも、聴覚や触覚を使った新たな作風を模索し、創作に挑む越前市民の八田氏の挑戦に迫
　　る展覧会。
　　代表的な作品である「流れ」シリーズをはじめ、カーヴィング、ドローイング作品を通し、これまでの歩みを紹介する。

・企画展『東京オリンピック・パラリンピック関連企画～越前市の情熱を届けよう～』（仮称）（7/15（木）～9/12（日））
　　　東京オリンピック・パラリンピック越前市応援企画。オリンピック等に出場する選手のこれまでの歩みや纏わる道具、ユニホ
　　ーム等や、オリンピック等に採用された地元企業の技術を紹介する。過去のオリンピック等に出場した選手と本市との関わりや
　　東京五輪アーカイブも紹介する。

・特別展『帆山寺展』（仮称）（10月上旬～11月下旬）
　　　越前市のまちなかに集積する寺院のうち、帆山寺（住吉町）を取り上げる。令和３年度は天台宗を開いた開祖、最澄の1200年
　　大遠忌にあたる。令和２年度に実施している調査報告を兼ね、所蔵する指定文化財を含めた数多くの名品とともに、帆山寺の歴
　　史を紹介する。

・企画展『越前市の街並み展』（仮称）（1月中旬～4月上旬）
　　　越前市の風景を描いた絵画や古写真、古文書、古地図等を用いながら越前市の今昔を比較し、市内の発展や変遷について紹介
　　する。

（２）常設展
　　　越前市の歴史を出土品を通して紹介する。展示替コーナーを設け、時節や時事に即した展示を行い、本市の歴史や文化を紹介
　　する。

 ３．経費

（１）特別展・企画展・館蔵品展　　　報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料　12,190千円
（２）常設展・その他　　　　　　　　報償費・旅費・需用費・役務費　　　　　　　　　　　　　　 　 13千円

会　　　　　計 費 目 予 算 書 P199

まちづくりの
５本の柱

２．元気な人づくり

令和３年度 事業概要書
市ゆかりの人物・事象や郷土の歴史などを題材にした展示を行います

事 業 名 公会堂記念館展示整備事業 担 当 課 文化課

一般会計 教育費

常設展 令和２年度特別展「陽願寺の名宝展」
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会　　　　　計 費 目 予 算 書 P203/P205

まちづくりの
５本の柱

２．元気な人づくり

令和３年度 事業概要書
武生東運動公園陸上競技場を再整備

事 業 名
スポーツ施設管理運営事業

（武生東運動公園陸上競技場再整備）
担 当 課 スポーツ課

一般会計 教育費

 １．事業の目的･効果

　陸上競技場の第3種公認更新に向け、日本陸上競技連盟の新基準に基づき必要な改修を行う。
　観覧席は陸上競技だけでなくサッカーなどの利用も考慮し、車椅子対応可能なバリアフリー化に向けた改修、及び現在使用不可と
なっているサブスタンドの改修を行う。
　管理棟・更衣室は隣接する庭球場利用者との共用も踏まえ、必要な改修を行う。

 ２．事業の概要

（１）事業内容
　①公認更新改修（国庫）
　　　競技規則改正により、レーン・助走路幅を、現行の1m25cmから国際陸連規定幅である1m22cmに変更する。
　　　令和元年度の日本陸連事前調査に基づき、全天候舗装の全面的な改修を行い、その他競技設備も必要な改修を行う。

　②管理棟更衣室改修（国庫）
　　　スロープ設置・シャワー温水化・空調設備設置・内装改修・外装改修　他

　③観覧席・管理棟バリアフリー改修（市単）
　　　スロープ設置・車椅子観覧スペース設置・多目的トイレ設置

　④観覧席サブスタンド改修（市単）
　　　サブスタンドの座面修繕

（２）スケジュール
　令和3年8月～令和4年2月　改修工事
　　※市主催の大会は7月までに開催するか、又は他会場での開催とする。

 ３．経費

■工事請負費　250,732千円（うち令和2年度3月補正234,200千円）
　公認更新改修工事　　　　188,000千円（社会資本整備総合交付金94,000千円、公共事業等債94,000千円）
　観覧席・管理棟改修工事　 62,732千円（社会資本整備総合交付金23,100千円、公共事業等債23,100千円、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域活性化事業債4,900千円、一般単独事業債3,600千円、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ振興くじ助成6,256千円）

国庫･県支出金の内訳 社会資本整備総合交付金（補助率1/2）　117,100千円 その他特定財源の内訳

公共事業等債（充当率100%） 117,100千円
地域活性化事業債（充当率90%）4,900千円
一般単独事業債（充当率75%）  3,600千円
スポーツ振興くじ助成　　　　 6,256千円

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

予 算 額
(令和2年度3月補正含む)

250,732 117,100 0 125,600 6,256 1,776

写真・イラスト等

現在の陸上競技場
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会　　　　　計 費 目 予 算 書 P203/P205

まちづくりの
５本の柱

２．元気な人づくり

令和３年度 事業概要書
武生中央公園水泳場を屋内型温水プールにリニューアル！

事 業 名
スポーツ施設管理運営事業

（武生中央公園水泳場再整備）
担 当 課 スポーツ課

一般会計 教育費

 １．事業の目的･効果

　老朽化した武生中央公園水泳場を民間事業者と連携し、屋内型の温水プールとして再整備する。
　プールは25mプール8レーンと幼児用プールを整備し、国の補助制度を活用して行う。
　従前の屋外プールは、年間40日程度の稼働しかできなかったが、屋内型温水プールとすることで、年間を通じた稼働が可能となり、
小学校の水泳授業や市民の健康増進に大きく寄与できる。
　温水プールの外構として、駐車場や駐輪場を整備する。

 ２．事業の概要

 ３．経費

■財産購入費（特定公園施設：温水プール、駐車場）
　総額　696,300千円（社会資本整備総合交付金348,150千円、公共事業等債336,200千円）
　　（内訳）
　　特定公園施設（温水プール）の建設に要する費用：上限650,000千円
　　特定公園施設（駐車場など）の整備に要する費用：5,150㎡×上限9千円/㎡≒46,300千円
　予算計上
　　令和2年度当初　　　240,000千円（社会資本整備総合交付金120,000千円、公共事業等債108,100千円）
　　令和2年度3月補正　 456,300千円（社会資本整備総合交付金228,150千円、公共事業等債228,100千円）

（令和3年度当初）
■委託料　指定管理委託料他　 5,630千円
■備品購入費　競技用備品他　14,310千円（スポーツ振興くじ助成1,094千円、子どもの遊び場整備支援事業県補助金500千円）

（１）事業内容
　①事業手法
　　国の補助制度であるPark-PFIを活用し、民間施設と一体的な温水プールの建設と駐車場を整備する。

　②施設概要
　　・特定公園施設（完成後、市が購入）…温水プール、駐車場
　　・公募対象公園施設（民間施設）　　…屋内遊戯場、スポーツジム、コンテナショップ、賑わい広場

　③事業主体　ＴＣＰ共同事業体
　　代表構成団体　カワイ(株)
　　構成団体　　　(株)カワイトレーニングパーク、(株)走坂建築設計事務所、北信建設(株)、(株)木原、(株)山崎屋、
　　　　　　　　　新田塚コミュニティ(株)

（２）スケジュール（予定）
　令和3年4月～令和4年2月　解体工事及び建設工事
　令和4年3月　　　　　  　供用開始

国庫･県支出金の内訳
公共事業等債（充当率100%）228,100千円
スポーツ振興くじ助成　　　　1,094千円
占用料　　　　　　　　　　　　332千円

金　　額
　　　　(千円）

　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　（千円）

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

その他特定財源の内訳

県支出金

社会資本整備総合交付金（補助率1/2）　　　　228,150千円
子どもの遊び場整備支援事業県補助金（補助率1/2）500千円

予 算 額
(令和2年度3月補正含む)

476,240 228,150 228,100 1,426 18,064500

写真・イラスト等

696,300千円

温水プール場内（イメージ）施設の外観（イメージ）

No.12


